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湖国が滋る・水と緑の街づくり
公益社団法人

　安井酒造場は、甲賀市土山町にある旧東海道に面した明治17年創業の酒蔵である。周辺は茶処として
も知られ、冬期はその茶農家さんを蔵人として雇用され共に酒造りを行っている。蔵らしい風情のある
街道に面した店舗兼蔵家屋は創業以前の築と伝わる。また蔵中央にある井戸水は最も重要な存在であり、
商いを行うため街道沿いでもあるこの地を初代は選んだといい、水と街道による立地特性があったと言
える。蔵の中心にそびえるレンガ造りの煙突は希少で和釜とともに現在でも使用されており、冬の朝に
漂う蒸米の香りとともに地域のシンボル的存在である。
　写真は創業当時に建てられたという木造の仕込蔵の１階内部である。１階は仕込タンクが並び、２階
は物置になっている。梁は丸太のまま力強く、中央に１本ある大黒柱が重厚さを物語る。木造蔵の中で
は階高が高く、タンクの上から櫂をつくのにも支障がない。多くは木桶のあと大型タンクを導入し階高
が足りなくなるケースが多い。仕込蔵として役割を終えた木造蔵が多い中、酒造りを続ける上で最適な
蔵だと言える。壁仕上げにも珍しく漆喰が施され清潔に保たれている。
　安井酒造場の醸す初桜のキャッチフレーズは「笑顔がこぼれるうまい酒」。昔ながらの佐瀬式木槽や
和釜などを使用し、手間暇を惜しまず全てを丁寧に手作業にこだわった、そっと寄り添う酒に思わず笑
みがこぼれる。県内有数の小規模蔵であり出回る量は決して多くはないが、想いやこだわりが詰まった
酒は、自然豊かな土山を映し出すような素朴な味わいである。 （前谷吉伸）

安井酒造場　木造蔵
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　１９５０年（昭和２５年）７月１日に建築士法が施行されたことを記念して、１９８７年（昭和62年）に７月１日を「建築
士の日」とし、「建築士の質と地位の向上」を目指し、また「建築士」を社会に広くＰＲし、われわれ自身も改めて建
築士としての意識を再確認する日として制定されました。
　（公社）滋賀県建築士会では第11回「建築士の日」事業として建築士、建築士会の存在を広く県民にアピールしま
す。また建築相談会も開催予定です。
　本年度は大津地区内にて開催、平成30年度は湖西滋賀地区内、平成31年度は高島地区内、というように滋賀県
内を地区ごとに順番に事業展開する予定です。会員各位のご協力をお願いし、本事業開催地区内の会員の皆さんに
は是非ともご参加いただいてＰＲ活動のご協力をお願いいたします。

開催日時：平成29年７月１日㈯　１０：００～１３：００頃　（集合は９：３０頃）
開催場所：JR膳所駅前

まちづくり委員会 ７月１日は「建築士の日」

この度、山本勝義会長が
栄ある黄綬褒章を受章されました。
名誉ある受章、誠におめでとうございます。

祝　黄綬褒章に輝く

昨年のPR活動配布物

　山本会長は、この建築士会の発展と、建築士業務の進歩改善、建築士の品位の向上
に尽力し、成果を上げてこられましたことは本より、上位団体の公益社団法人日本建築士
連合会においても、理事、監事を歴任し、広く会務発展に尽力され、県内建築関係団体
においても、全て、その会に席を置き、自己研鑚に努め、特に一般社団法人 滋賀県建築士事務所協会においては、
理事、顧問として貢献、さらに、公益社団法人滋賀県建設産業団体連合会においても、２０１４（平成２６）年６月より
副会長として、連合会全般の運営にも傾注されるなど、滋賀県の建設行政の全般にわたり、その推進に協力し、滋賀
県建築産業の発展に果たしてこられました功績は大なるものでございます。
　また、まちづくりや商工業振興において、大津市の中心市街地活性化の為、株式会社まちづくり大津　代表取締役
社長に就任、職能を活かして地域社会に貢献してこられました。そして、これからも信頼される建築士のパイオニアとし
て、良きリーダーとして、ご活躍されますことをご祈念いたします。
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日　程：
　第１回　平成29年６月27日㈫
　第２回　平成29年７月25日㈫
　第３回　平成29年９月27日㈬

『新規講習』のご案内

「日本建築士会連合会」の
ホームページをご確認ください。
http://www.kenchikushikai.or.jp

●宅地建物取引業法の改正に伴い、平成30年４月か
ら建物状況調査等に閲する措置が施行されます。
　平成28年６月、宅地建物取引業法が改正され、売主・
質主が安心して既存住宅の取引ができる市場環横を整備す
ることを目的に、既存建物の取引に係る情報提供の充実に
関する以下の三つの措置が講じられました。これらの措置
は、平成30年４月から施行されます。

総務企画委員会 「既存住宅状況調査技術者講習会」開催のご案内

問い合わせ先　公益社団法人 日本建築士会連合会 既存住宅状況調査技術者講習会本部〈TEL.03-3456-2061〉
　　　　　　　公益社団法人 滋賀県建築士会 事務局〈TEL.077-522-1615〉

５単位予定

《取引フロー》

売却/購入申込み

①媒介契約締結

依頼者の意向に応じ
建物状況調査を実施

②重要事項説明

③売買契約締結

物件の引渡し

申
込
み

契
約
手
続

《新たな措置内容》

①媒介契約締結時
宅建業者が建物状況調査実施者の
あっせんの可否を示し、媒介依頼者
の意向に応じてあっせん。

②重要事項説明時
宅建業者が建物状況調査結果を買主
に対して説明。

③売買契約締結時
基礎、外壁等の現況を売主・買主が
相互に確認し、その内容を宅建業者
から売主・買主に書面で交付。

●講習修了者には、修了証明書と既存住宅状況調査技術者カード
（顔写真入り）を交付します。
※講習修了者の氏名、勤務先等を日本建築士会連合会のホームページで公表します。

WEBでお申込みの場合 郵送でお申込みの場合

申込ぺージにて
必要事項を入力し送信

申込書をダウンロードし
必要事項を記入

受講料を金融機関ヘ振込み
（振込手数料は申込者様のご負担となります）

受講料の払込証明書を貼付し、
日本建築士会連合会ヘ郵送
（郵送料は申込者様のご負担となります）

日本建築士会連合会より受講票を郵送またはメール送信

時　間： 受付　９:30～
講習　10:00～18:00（各回共通）

定　員：各回40名
　申込受付順、定員に達し次第締切ります。

会　場： 第１回、第３回
　「ピアザ淡海」
　　　　大津市におの浜１-１-20
第２回
　「男女共同参画センターG-NETしが」
　　　　近江八幡市鷹飼町80-４

受講者： 建築士（一級、二級、木造）が対象になります。
受講料： 21,600円

【WEB申込：21,060円】（税込、テキスト・登録料を含む）

日　程：
　第１回　平成29年6月14日㈬
　第２回　平成29年7月19日㈬
　第３回　平成29年9月20日㈬

『移行講習』のご案内

３単位予定

時　間： 受付　12:30～　
講習　13:00～17:45（各回共通）

定　員：各回40名
　申込受付順、定員に達し次第締切ります。

会　場： 第１回、第３回
　「ピアザ淡海」
　　　　大津市におの浜１-１-20
第２回
　「男女共同参画センターG-NETしが」
　　　　近江八幡市鷹飼町80-４

受講者： 国土交通省の長期優良住宅化リフォーム推進
事業のインスペクターとして講習登録団体に
登録されている建築士
※建築土会登録以外の、他団体登録インスペクターの方で
も受講できます。

受講料： 17,280円
【WEB申込：16,740円】（税込、テキスト・登録料を含む）
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大津地区
平成29年度地区会員大会・

地域会通常総会報告
　大津地区は平成29年４月22日㈯、琵琶湖瀬田川畔
料亭 新近江別館において平成29年度地区会員大会並
びに地域会通常総会を開催しました。地域会の役員改
選にあたる今回では新役員が選任され、森川代表が再
任されました。事業報告では対外事業の基幹であった
「建築相談」「防災」「景観まちづくり」に加え、小学
生や大学生に向けた「教育」という新たな基軸ができた
ことが伝えられました。
　総会の後には建築家 藤岡龍介氏をお迎えし、「地域
に残る伝統民家を繋ぐ〜改修設計の意義と手法〜」と

地区だより

題した講演会を開催しました。空き家群を町宿に改修し
た「紀寺の家」などの事例を紹介いただき、「景観」「ヘ
リテージ」「空き家」といった課題を包括的に捉える思想
と手法を学びました。

湖南地区
平成29年度湖南地域会通常総会・

湖南地区会員大会開催
　去る４月27日に草津エストピアホテルにて平成29年度
滋賀県建築士会 湖南地域会 通常総会を開催いたしま
した。
　開会に先立ち15：00より講習会を開催し、本年度はマ
グ・イゾベール㈱の長屋孝介様より「熱カメラひとつで家
の問題をあぶり出す」と題して講演していただきました。
　総会では、本会の松田副会長と滋賀県住宅センター
の梅影理事長を来賓に迎え、平成28年度事業報告、
決算報告、平成29年度事業計画、予算が無事承認さ

甲賀地区
甲賀地区会員大会・

地域会通常総会開催報告
　甲賀地区委員会・地域会では、５月13日甲賀市水口
町の自主活動センター「きずな」２階会議室において、
本会より田村衛副会長の御臨席を賜り、平成29年度地
域会通常総会並びに地区会員大会を開催いたしました。
　本年は役員改選の年であり、二期４年務めた竹田地
区委員長・地域会代表が退任し、新たに中本美栄子
新地区委員長・地域会代表が選任されました。副代表
には服部幸治、根縫徹也の両氏、会計幹事に片淵良
氏が選任されました。中本新委員長の持ち前のパワー 総会 総会

懇親会記念講演会

れました。
　総会終了後、懇親会が「梅の花」で盛大に開催さ
れました。会員相互の親睦が更に深められ、建築士会
と会員がますます発展、飛躍することを確認させていた
だきました。湖南地域会会員の皆様、本年度も、各事
業へのご参加、ご協力を何卒よろしくお願いいたします。

総会

全開の地区運営を期待致します。
　総会終了後は場所を移し懇親会が開かれ、和やかな
雰囲気の中、今後の地区運営に対して積極的な意見が
飛び交う有意義なひと時となりました。
　新執行部の御活躍をご期待申し上げます。
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きました。
　此方も実際に現地に赴いて修復活動をされている実
状などを踏まえた体験貴重な講演会となり、災害予測の
難しさや復旧施工費などについて学びました。
　折しも、両講習会共に自然災害に関連のある内容とな
り、防災対策・復旧対策について改めて考えることが出
来る内容となりました。
　地区会員大会および通常総会では、新役員案等、
全ての議案に承認
頂き、滞りなく終える
ことが出来ました。
また、湖東地域会
青年部の方々には
総会準備に奔走頂
きありがとうございま
した。 講習会

湖東地区
平成29年度 湖東地区会員大会・

湖東地域会通常総会開催
　４月２2日㈯に男女共同参画センターＧ−ＮＥＴしがに
て、湖東地区会員大会並びに湖東地域会通常総会を
開催しました。
　総会前に、第一部として青年部会による「東北研修
報告会」を行いました。
　震災の記憶を風化させないよう、実際に宮城・福島へ
と現地に足を運んだ委員による被災地の現在の様子や
復興の模様についての報告会となりました。
　第二部では、㈱ＷＡＳＫ基礎地盤研究所の高森洋様
より2016年に発生した「熊本地震の液状化被害の実態
と今後の備え」と「モードセル工法」についてご講演頂

高島地区
平成29年度 高島地区会員大会・

高島地域会通常総会開催
　４月22日㈯に今津サンブリッジホテルにて、高島地区
会員大会並びに高島地域会通常総会を開催いたしまし
た。総会では山本会長を来賓に迎え、28年度事業報告、
28年度収支決算報告、役員改選、29年度事業計画、
29年度収支予算等、盛り沢山の議案でしたが、全ての
議案に対し承認を頂きました。引き続き、高島地区会員
大会を開催し、報告事項も全て承認を得ました。
　役員改選では、２期８年の任期を終えた山本地区

委員長より、市川寛氏が新地区委員長に満場一致で選
出され、高島地区も大きく変わると、出席者一同が期待
でいっぱいになりました。そして、総会後の懇親会では
早速、市川新地区委員長が新しい船出の挨拶を行い、
高島地区が一致団結することを皆が誓いました。

湖北地区
平成29年度湖北地域会・同賛助会通常

総会　湖北地区会員大会開催
　５月13日㈯、長浜ロイヤルホテルで、平成29年度通
常総会を開催致しました。開会に先立ち、講師に藤岡
建築研究室　代表 藤岡龍介氏をお招きし、「地域に残
る伝統民家を繋ぐ〜改修設計の意義と手法〜」をテー
マに記念講演を開催しました。伝統的な材料や工法　
それに伴うエネルギー環境等ついて改修例の映像を使
い　わかりやすく講演をいただきました。また、講演会終
了後　賛助会員の方により自社製品のＰＲタイムも行いま
した。今年は、４社の方から、商品の説明を受けました。
　総会は７５名の参加がありました。平成28年度事業報
告、決算報告　平成29年度事業計画、予算役員改選
で平成29・30年度の新役員が承認されました。
　湖北地域会　新代表に大村悟子さん、湖北地域会
賛助会　新会長に大栄テクノ㈱松居宏純社長が就任さ

れました。また最後に新会員12名と新賛助会員４社の
紹介がありました総会終了後　長浜建築施工管理技士
会と合同の懇親会がおこなわれました。総勢100名という
大勢の参加がありました。
　山本勝義会長・長浜市長・衆議院議員・県議会議
員の皆様・他来賓の方 を々迎えて会員ならびに賛助会
員、建築施工管理技士会員が恒例のビンゴゲームなど
で楽しく懇親をはかりました。また今年度も新会員の方々
によるゲームも大変盛り上がりました。山本会長の乾杯で
はじまり、伊藤副会長の一本締めでおひらきとなりました。
山本会長お忙しいなか遠路お越しいただきありがとうござ
いました。

懇親会 記念講演会

懇親会総会
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滋賀の酒蔵・伝統と文化を訪ねて
第12回 安井酒造場 (甲賀市土山)

　写真は、昨年５月地元の工務店により、仕込蔵の奥に隣接する木造蔵内部
に新設された麹室であり、県内では最も新しい。麹室は麹の製造のため温度
と湿度を最適な環境に保つ必要のある部屋であり、蔵によりそれぞれの特徴
が見られる。白地の杉板を選り、覆われた空間は清潔で美しい。壁には現場発
泡の吹き付け断熱材を施している。壁と天井の間に斜めの壁があるのは、壁
面に取り付けられたパネルヒーターの熱を室全体に回すための工夫である。
今期から初めて使った室はとても使い心地がよく、温度調整に優れていると
いう。蔵の自慢である井戸、木槽搾り機に、新たな手造りの環境が加わった。
代表銘柄：「初桜」 （前谷吉伸）

23 金 先負 四役会理事会
24 土 大安
25 日 赤口
26 月 先勝

27 火 友引 既存住宅状況調査技術者講習「新規講習」
28 水 先負
29 木 仏滅
30 金 大安

12 月 仏滅
13 火 大安

14 水 赤口 既存住宅状況調査技術者講習「移行講習」
15 木 先勝
16 金 友引
17 土 先負
18 日 仏滅
19 月 大安
20 火 赤口
21 水 先勝
22 木 友引

1 木 大安
2 金 赤口
3 土 先勝
4 日 友引
5 月 先負
6 火 仏滅
7 水 大安

8 木 赤口 四役会四役・委員長会議
9 金 先勝
10 土 友引
11 日 先負

６月の暦

滋賀職能大（ポリテクカレッジ）からのお知らせ

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
〈厚生労働省所管〉近畿職業能力開発大学校附属

滋賀職業能力開発短期大学校（滋賀職能大）
www3.jeed.or.jp/shiga/college/

〒523-8510 滋賀県近江八幡市古川町1414

学務援助課 TEL：0748-31-2254
FAX：0748-31-2255

「オーダーセミナー」のご相談を承ります。
職場やグループ単位での独自研修会「オーダーセミナー」の企画立案のお手伝いをいたします。
下記「学務援助課」までお問い合わせください。

平成29年度 能力開発セミナー の予定
コース№ コース名 受講料 定員 実施日 講習時間帯
CH011 ネットワーク工程管理技術 ¥7,000 10 ７/12㈬、19㈬ 10：00～17：00
CH031 木造住宅における結露防止を考慮した断熱・気密工法 ¥7,000 10 ７/25㈫、26㈬ 10：00～17：00
CH021 実践建築一般図・詳細図作成技術（2次元CAD：AutoCAD編）　New ¥7,000 10 ８/２㈬、９㈬ 10：00～17：00
CH041 木造住宅の省エネ設計技術 ¥6,500 10 11/15㈬、22㈬ 10：00～17：00

各講座ともCPD認定プログラム申請コースです。
講座の内容については http://www3.jeed.or.jp/shiga/college/business/seminar_h29.html
 （電子パンフレット、建築･住宅関係コース、各講座の詳細へのリンクもあります）
ネットでの受講申し込みは http://www3.jeed.or.jp/shiga/college/business/seminar_form_mousikomi.html
受講申込書のダウンロードは http://www3.jeed.or.jp/shiga/college/business/pdf/H29/entry2017.pdf

新入会員のご紹介
地　区 氏　　名

湖　南 松 尾 　 光 賛助会員入会者名
社　名

前谷酒店　酒舗まえたに


